
コンプライアンスの徹底

企業が事業活動を進めていく上で、コンプライアンスを遵守すること
は、最も基本的な企業の社会的責任の一つです。
トッパンでは、コンプライアンスを遵守するための規範として、凸版
印刷が創立 100 周年を迎えた 2000 年 6 月に、遵法精神と企業理念
に基づく行動のあり方を示した「行動指針」を制定しました。
2010 年 11 月には全面改定を行い、「トッパングループ行動指針」と

して国内外を含めたグループ全社に適用することとし、共通の規範に
基づいたコンプライアンスの一層の徹底に取り組んでいます。この行
動指針は経営環境や社会情勢の変化などを踏まえて、毎年内容の見直
しを行い、改定は当社の取締役会の決議を経て行われます。

トッパングループ行動指針
https://www.toppan.co.jp/about-us/philosophy/conduct-guidelines.html

基本的な考え方 考え方

トッパングループ行動指針の見直し 教育・啓発方針

トッパングループ行動指針は、法務・知的財産本部により毎年定期的
に見直しを行うこととしています。創立 120周年を迎え、また前回の
改定から 10年が経過することから、2020年度において見直しを行い、
2021年 4月 1日付けで改定をしました。
今般の改定では、トッパンが掲げる経営課題の実現に向けて、行動面

から支えるものとしました。とくに世界的に関心が高まる�SDGsを意
識し、『TOPPAN�SDGs�STATEMENT』に示されたマテリアリティ
(重要課題 )への取り組みを加速させ、行動指針の徹底を通じて、持
続可能な社会の実現に貢献していくことを目指しました。

第１章　基本原則（下線は変更箇所）

■ 主な改定内容

１）「第１章　基本原則」の改定

改定前の「基本原則」 改定された「基本原則」

1.� 基本的人権を尊重する
2.� 高い倫理観を持ち、良識ある社会人として行動する
3.� 法令および社内規程を遵守し、公正に業務を遂行する
4.� 反社会的勢力との一切の関係を遮断する
5.� 品質の向上に努め、お客さまの満足に資する作品を提供する
6.� 事業に関わる情報の重要性を認識し、適切に管理する
7.� 地球環境の保全に積極的に取り組む
8.� 変化を捉え、新たな可能性に挑戦する
9.� �社会貢献活動や適切な情報開示を通じて、社会からの信頼を醸

成する
10.�個々の力を結集し、グループ総合力を最大限に発揮する

1.� 人権を尊重する
2.� 高い倫理観を持ち、良識ある社会人として行動する
3.� 法令および社内規程を遵守し、公正に業務を遂行する
4.� �サステナブルな社会の実現のために、地球環境の保全に積極的

に取り組む
5.� 品質の向上に努め、お客さまの満足に資する作品を提供する
6.� �人財の多様性を尊重し、心身ともに健康で働きがいを感じられ

る職場環境づくりに努める
7.� 変化を捉え、新たな可能性に挑戦する
8.� �事業に関わる情報および情報処理システムの重要性を認識し、

適切に管理する
9.� �【新設】企業活動に重大な影響を及ぼす脅威に対して、組織的

なリスク管理・危機管理を徹底する
10.� �社会貢献活動や適切な情報開示・対話を通じて、企業価値の向

上を図る
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●��第 1条の「人権を尊重する」は、トッパンがこれまで大切にしてき
た『人間尊重』の考え方に通じるものであり、また企業には人権に
関して責任ある行動が強く求められていることから、基本原則の筆
頭に掲げています。なお、トッパンが支持する国連グローバル・コ
ンパクトなどに合わせて、タイトルを「基本的人権」から「人権」
に変更しました。

●��第 2条および第 3条は、それぞれ「企業倫理」および「法令遵守」
を表していますが、これらはトッパングループ行動指針の中核を成
す部分であり、その位置づけは改定前と変わりません。

●��第 6条については、能力を十分に発揮できる職場環境づくりを謳っ
た旧第 10条に「多様性」や「健康」、「働きがい」の要素を加え、
タイトルにそれらを明確に表現しました。

●��第4条～第6条は、『TOPPAN�SDGs�STATEMENT』に示された「全
社活動マテリアリティ」である「環境配慮・持続可能な生産」およ
び「従業員の健康・働きがい」に対応しています。

●��第 8条では、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進や
デジタル化の進展を踏まえ、「情報」だけでなく、情報を支えるイ
ンフラである「情報処理システム」についても言及し、その重要性
を明示しました。

●��リスク管理や危機管理に関する基本原則第 9条を新設するととも
に、旧第 4条にあった「反社会的勢力との関係遮断」をこれに統合
させました。

●��人権尊重、環境保全、品質向上においては、サプライチェーン全体
で取り組むことを含めました。

基本原則の改定に合わせて、具体的な行動指針の各項目を整理すると
ともに、
●��心身の健康の保持・増進に努める
●��ソーシャルメディアの特性を理解し、社会人としての自覚と責任

をもって利用する
●��ユニバーサルデザインの視点を取り入れた製品やサービスの開発

を推進する
●��情報処理システムやネットワークの適切な管理に努める
●��非常事態を想定し、事前の備えをする
●��災害発生時に適切に行動する
●��サイバーセキュリティの確保に努める
などの項目を追加しました。
環境については、これまで「事業活動における環境負荷の低減に努め
る」および「環境に配慮した事業を推進する」の 2つの項目でしたが、
近年の地球環境問題への認識の高まりや環境法制・政策の強化の動き
を踏まえ、「低炭素社会の構築」、「循環型社会の形成」、「環境リスク
対策」、「生物多様性の保全」という４つのテーマで再構築しました。
差別の禁止については、差別の例をタイトルに明示するとともに、障

がい者雇用の促進、世界的なLGBTQに対する理解の深まりから、「障
がい」、「性的指向」、「性自認」を理由とする差別を行わないことにも
言及しました。
多様性については、これまで「個人の多様な価値観を認め、人格と個
性を尊重する」という項目がありましたが、トッパンが推進する「ダ
イバーシティ＆インクルージョン」を明確に示すタイトルに改め、従
業員に対する理解の促進、意識の醸成を図りました。
取引先との良好な関係構築を定めた項目を見直し、サプライチェーン
全体で社会的責任を果たすことを強調するため、「責任ある調達」を
明示したタイトルに改めるとともに、「トッパングループ CSR 調達
ガイドライン」に沿った内容としました。
技能や文化の発展、伝承に加え、スポーツ専従社員制度の導入やグルー
プ会社を含めた教育・芸術・ヘルスケアなどの関連事業、「可能性アー
トプロジェクト」など、近年のトッパンの取り組みを踏まえ、事業活
動を通じた文化・芸術・スポーツの普及・振興に貢献することも含め
ました。
そのほか、社会的な要請やトッパンを取り巻く経営環境などを踏まえ
た見直しを行いました。

２）「第２章　具体的な行動指針」の改定

改定した行動指針を印刷した冊子を全従業員に配布するほか、eラー
ニングを実施しています。また、行動指針推進リーダーを対象とした
集合研修において、改定内容やその趣旨を説明し、行動指針推進リー
ダーから各職場への展開を図っています。

■ 改定行動指針の周知・促進
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コンプライアンス遵守教育 教育・啓発

毎年度、行動指針推進リーダーを対象とした集合研修を実施していま
す。この研修では、実際に起こった事件や事故を題材としたケースメ
ソッドを用いて、グループ討議を行うなど、研修の実効性を高める工
夫を行っています。2020 年度は、全国で 36 回開催し、グループ会
社を含め、528 名が受講しました。
また、全従業員に、身の回りで起こりうる事例を題材にしたQ&A�集
「行動指針ケースブック」を配布し、行動指針リーダーが職場で行う
浸透活動などで活用しています。さらに、法務・知的財産本部コンプ
ライアンス部から、行動指針に関するトピックスを紹介する「行動指

針通信」を毎月 1 回発行し、行動指針推進リーダーを通じて、各職
場でのコンプライアンス意識の徹底を図りました。このほかにも、コ
ンプライアンスセミナーの開催やコンプライアンスポスターの掲示な
どを通じてその徹底を図っています。
さらに海外の現地法人への行動指針の浸透およびコンプライアンスの
遵守を徹底するため、2020 年度は、上海地区の現地法人を対象にオ
ンライン形式による研修を２回実施し、51名が受講しました。今後も、
ほかの国や地域の現地法人に対して、継続的に教育を実施していきま
す。

2020 年度に、事業活動における重大な法令違反や事故は発生してお
りません。

■ コンプライアンスの状況

代表取締役社長

行動指針担当役員

行動指針推進責任者
法務・知的財産本部長

各本部の監督職

行動指針推進リーダー

各部門の監督職

スタッフ部門
行動指針推進リーダー

各部門の監督職

営業・企画部門
行動指針推進リーダー

各部門の監督職または
教育リーダー

製造部門
行動指針推進リーダー

行動指針推進責任者   管理責任者：事業戦略部長
          教育責任者：総務部長

各事業（本）部 本社各本部

一般従業員一般従業員

事業（本）部長

法務・知的財産本部 コンプライアンス部

トッパンでは、行動指針の徹底こそがコンプライアンスの実践である
と考えています。その柱となるのが、「行動指針推進リーダー制度」
であり、行動指針担当役員の下、各職場の行動指針推進リーダーを中
心として、日常業務レベルで行動指針の浸透・徹底を図っています。
行動指針推進リーダーは毎年度改選をし、2020 年度は、グループ全
体で 712 名の行動指針推進リーダーが選任され、そのうち女性は 98
名（13.8％）、2004 年度の制度導入開始から現在までのリーダー数は、
のべ 11,132 名となりました。

行動指針推進体制

コンプライアンス推進体制 推進体制

新規選任
リーダー数

女性選任数
（比率）

累積
選任数

2017年度 733名 95名（13.0%） 9,055名

2018年度 677名 86名（12.7%） 9,732名

2019年度 688名 87名（12.6%） 10,420名

2020年度 712名 98名（13.8%） 11,132名
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知的財産の侵害防止に向けた教育 教育・啓発

情報コミュニケーション、生活・産業、エレクトロニクスの 3分野で
事業を展開するトッパンにとって、知的財産の保護や管理は重要な取
り組みの一つです。自社の技術やビジネスモデルの特許を取得するだ
けでなく、著作物や商標など他者の権利を侵害しないようにする取り

組みにも注力しています。
その一環として、社内教育はもちろんのこと、取引先を含めた研修会
も継続的に開催しています。ここではデザインなどに関する社内事例
を用いて、法的な基礎知識を具体的に解説しています。

腐敗防止への取り組み 活動実績・データ方針

トッパンは、「国連グローバル・コンパクト」を支持し、腐敗防止に
も取り組んでいます。トッパングループ行動指針には、「贈賄や不適
切な接待をしない」ことを定めているほか、リベートの受領や提供、
談合・カルテル、違法な政治献金や寄付などを行わないなど、腐敗防
止について幅広く定めています。
中でも贈賄防止に関しては、2017 年 3月に「贈賄防止管理規程」お
よび「贈賄防止管理ガイドライン」を制定し、法務・知的財産担当取
締役を贈賄防止統括責任者とする遵守体制を構築するとともに、公務
員などに対する接待や贈答に係る事前申請制度をスタートさせ、贈賄
防止の徹底を図っています。2018 年 4月には、どのようなケースが

贈賄にあたるかを示した「Ｑ＆Ａ集」を作成し、さらなる意識向上と
注意喚起を促しています。2020 年度に、公務員などに対する不適切
な接待や贈答はありませんでした。
毎年度、海外赴任者を対象とした赴任前研修において、外国公務員
への贈賄や商業賄賂の防止、事前申請制度の説明を実施しており、
2020 年度は 5回実施し、20名が受講しました。
また、ＢＰＯ事業を核に、政府・地方自治体発注の公共事業が増えて
きていることから、とくに公共事業に携わる機会の多い営業部門や企
画部門の担当者を対象に、談合および贈賄防止の研修を定期的に実施
しています。

重要な取引関連法規への対応として、下請法の遵守と不適切な輸出入
取引の防止を徹底しています。
2020 年度は、下請法に関わる教育を下請取引のある部門を対象に実
施し、2,592 名が受講し、43 部門に対して下請取引の状況について
監査を実施しました。また、外国為替および外国貿易法による輸出規

制に関わる eラーニングを 9,219 名が受講し、35 部門で監査を実施
しました。
いずれの監査でも重大な不具合は発見されず、適切に運用されている
ことを確認しました。また、2020 年度は、下請取引および輸出入取
引において、トラブルや事故は発生していません。

取引関連法規遵守の教育 教育・啓発方針
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内部通報制度 活動実績・データ制度

内部通報
（実名による封書またはe-mail）

報告・相談

通報者
全ての役員と従業員など

報告指示

3つの通報窓口
社内窓口

調査・対策組織

上司 経過・結果報告、
通報後のフォロー

解決が図れない場合

コンプライアンス委員会

監査役窓口 凸版印刷の常任監査役

社外窓口※ 法律事務所の弁護士

法令違反や不正を発見した場合、自分の上司に報告・相談することを
原則とし、それでも解決できない場合は、内部通報制度「トッパング
ループ・ヘルプライン」で通報することができます。この制度は、パー
ト・アルバイト・派遣社員を含めたグループ会社（上場会社を除く）
の全ての役員と従業員が利用できます。この仕組みは「トッパングルー
プ行動指針」によるコンプライアンスを徹底し、法令違反や不正行為
を早期に検出し、適切に対処する機能を果たしています。
これまで通報窓口を凸版印刷の代表取締役社長または常任監査役と
していましたが、通報の敷居を下げ利用しやすい環境を整備すべく、
2019 年 11 月、内部通報規程を改定し、代表取締役社長は通報窓口
ではなく、統括責任者としました。また、通報窓口として「社内窓口」、
「監査役窓口」、法律事務所の弁護士を窓口とする「社外窓口」の３つ
を設置することとし、2020 年 4月 1日より運用を開始しています。
制度の趣旨や概要、利用上の注意点などを周知するため、社内ポータ
ルサイトにコンテンツを掲載しています。そのほか、新入社員研修や
階層別研修などを通じて、制度の周知を図っています。

トッパングループ・ヘルプライン

（2020年4月1日現在）

※�社外窓口への通報に対する調査や対策などの検討・立案は社外窓口から連絡を
受けたコンプライアンス委員会が行います。

2020年度は、「トッパングループヘルプライン」に、７件の通報があ
りました。重大な法令違反や不正行為に関わる通報はありませんでし
た。７件の内６件がハラスメントに関する通報、1件が社内管理体制
の改善を求める通報でした。これらの通報に対しては、適正に対処す
るとともに、同様な事案の再発防止に向けた対策を講じました。

■ 内部通報件数

Social Environment GovernanceGovernance

コンプライアンスの徹底

113 TOPPAN Sustainability Report 2021




